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 こんにちはみなさんいかがお過ごしでしょうか。私は、ブログパ

ーツにあったフローク(flo:q)の中のゲームを楽しんでいます。テト
リスみたいなブロックを消すゲームが、簡単で面白かったです。

 今月は、囲碁と将棋、哲学、マンスリー・りーこむという構成で

お届けします。どうぞ最後までお楽しみください。（2007 年 9 月 23
日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（１）囲碁と将棋

・将棋王位戦～深浦新王位誕生

 将棋王位戦は第 5局を終わって挑戦者深浦八段が 3勝 2敗でリー
ド。第 6 局は 9 月 10 日、11 日に渡って行われました。戦型は、角
換わり振り飛車です。後手羽生王位が桂損をしながら攻め込み、難

解な終盤戦を上手い切り返しで制しました。これで勝負は第 7 局に
持ち込まれました。

 その第 7 局、先手深浦の居飛車に後手羽生は中飛車から石田流に
組みました。穴熊を目指した先手に対し、後手は早い動きで攻め合

いに誘ったように見えました。形勢はともかく、後手は先手の穴熊

が未完成なときに戦うことができたので、作戦としては成功と言え

ると思います。

 激しい駒の取り合いとなった中盤、79 金と一手締まって穴熊を固
めた手は結果的に大きかったようです。穴熊独特の食いつきが決ま

り、後手が受けに苦労する展開になりました。それでも、先手の攻

めが本当に繋がるかどうか、私なら自信ないなという局面が続きま

した。直接的には後手 66 角が、受けにはそれほど利かない駒とな
っていて、88 角成りとすぐに切れなかったので、或いは良くなかっ



たかもしれません。3 手後の先手の 77 桂が好手で、深浦新王位の誕
生となりました。実力者として知られた深浦さんは、朝日オープン

を除けば初の大きなタイトルの獲得です。おめでとうございます。

（2007 年 9 月 26 日 高山大祐）

・将棋王座戦～羽生王座 2 連勝
 羽生王座と久保八段の王座戦は、2 局連続の相振り飛車戦となり、
羽生王座が 2 連勝し、防衛に王手をかけました。振り飛車を得意と
する久保八段に対する羽生王座の対策は、意外にも振り飛車でした。

 先手が先に角道を止める相振り飛車は、先手の戦型誘導の観点か

らすると、積極的に有利にする構想が描きにくく思われるので、私

なら後手を持つのが気が楽かな～と思います。66 歩を突かない相振
り飛車は、初手に 78 飛車のような手以外では難しいでしょうから、
やはり 66 歩はまず突いておかないと相振り飛車戦にはできそうに
ありません。無理に初手 78 飛車では、自ら戦法の幅を狭めること
になりそうです。自分から手をつくっていくのは、相振り飛車に限

らず先手振り飛車全般のテーマと言えるでしょう。なので、今シリ

ーズは相振り飛車の先手側に注目して見てみたいと思います。

・将棋竜王戦～2 年続けて渡辺対佐藤に
 将棋竜王戦は昨年に続き、竜王渡辺に佐藤 2 冠が挑むことになり
ました。昨年は 4 勝 3 敗での防衛。今回も接戦になるのでしょうか。
（2007 年 9 月 23 日 高山大祐）

・駒の連結～自陣での 2 枚飛車
「自陣での飛車の連結」

 飛車の縦の連結は敵陣ではあまり使わないと先月号に書きました。

自陣でも滅多に 2 枚の飛車を連結することはありません。まず、定
跡における飛車の連結を見てみましょう。

 自陣で飛車を縦に連結する形で有名なのは、矢倉 37 銀の定跡に
現れる、後手 82 飛車から 83 飛車打ちという形です。この 83 飛車
打ちは、先手が大駒を捨てて寄せに出たところで打たれます。つま

り受けの飛車です。自陣は 3 段ありますから、そのうちの 2 段を遠
くから飛車で守ろうという手です。横に利く飛車の特性を生かした

手だといえます。



「飛車は自陣で横につなぐか？」

 飛車は、単独で盤面を区画する力を持っているので、2 枚つなぐ
と、たいていは余計な力を加えている状態になります。しかし、終

盤になり相手の中段玉を包みこむとき、既に一枚飛車が取られそう

で遠くに攻防の飛車が打てるとき、金が打ちたいけれどもないとき、

そんなときには自陣の横 2 枚飛車が出現する可能性があります。
 最後に挙げた金の代わりとしての飛車の性質を掴むと、受けの飛

車打ちが上手くなっていくのではないかと思います。「自陣に金を

打ちたいところには飛車も打てる」かもしれないということです。

似たような駒の代替関係に、「角と銀」「歩と香」（攻撃の場合の）

「飛車と香」があります。

「自陣の縦 2 枚飛車が攻めに働かない理由」
 受けの定跡にあっても攻めの定跡に縦 2枚飛車がないのはどうし
てなのでしょうか？ それは縦に攻めるだけなら、18 飛車 19 香車
型のように、香車を足すだけで同じかそれ以上の効果を得られるか

らです。2 枚駒で突破を目指すとき、駒の交換はよほどの好条件で
ない限り避けられるものではありません。2 枚飛車で縦に突破を目
ざすと飛車を渡してしまい、反撃が強烈になってしまいます。

 一見飛車 2 枚なんていうと最強の布陣と見えるのですが、将棋の
場合は、「過ぎたるは及ばざるが如し」ということになるようです。

 2 枚の飛車は、敵陣の横連結、或いは盤面を 3 分の 1 から 4 分の
1 程度の長方形で包み込むようにして対角線に配置するのが好手に
なりやすいと思います。

「龍ならどうか？」

 龍についてもほぼ同様のことがいえますが、気分的に 2 枚龍で 2
枚換えにはしたくないものがあります。できれば一番強い攻め駒の

龍は、駒得のためではなく、寄せや詰ますときに使いたいのです。

龍については「打つ」ということはできませんから、盤上の龍をつ

なぐことになりますが、ここでも受けの 2 枚龍はあります。しかし、
決定的に相手の攻めをなくしてしまうのでなければ、受け一方の 2
枚龍はいかにももったいなく、私ならどちらかを攻めにまわしてチ

ャンスをうかがいたいと思います。

 以上、今月は縦の 2 枚飛車についてお話しました。最初に述べた



矢倉定跡の 2 枚飛車は非常に面白い局面なので、ぜひ調べてみてく
ださい。飛車の守備力を知れば、将棋がもっと楽しくなることでし

ょう。（2007 年 8 月 31 日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（２）哲学

 第 2 回「自然環境に現れる行為・持続の仕組み」

 存在するものの表面化は、それが第 3 極（※通常自然環境と呼ぶ
ものを、私の本ではこのように位置づけています。これはなんとな

しの位置づけではありません。）に属するという理由によって、その

ままの形で表現することはできません。通常私たちは、大胆に省略

して物事が生起するありさまを記述します。このことはしかし、神

秘的に捉えられてはなりません。第３極を第３極として理解すれば

よいことであり、第３極こそが真の世界だと思ってはいけません。

もしそのように思ってしまうと、過激思想のように、理性の働きを

全て否定するということになってしまいます。

 「人間的な行為・持続の自然における表面化」とは、別の言葉で

いえば第３極としての理性的働きのことです。前節に述べたとおり、

人間は自分自身を情報化することができますが、それと同様に、人

間的な行為・持続についてその特徴に基づいて大胆に省略した図式

を用いて考えていくことにします。

 まず第 3 極、つまり通常私たちが自然とか環境と呼び指示すると
ころのものにおいて、行為・持続はいかに現れてくるのでしょうか？

 それは「いたるところで、あらゆるレベルで現れ、あらゆるとこ

ろで衝突や合力や力の吸収があり、またあらゆるところで消滅して

いる」という形で現れてきます。これは鳥瞰図、つまり自分を忘れ

て世界を傍観したときに得る像です。ニーチェ哲学に言う崇高さと

は、このような像を得てそしてその中に分け入っていこうとすると

きに感じ取られるものだろうと私は思います。

 しかしながら、実際に自分が世界に入っていくと、－もちろん実

はそもそもの初めから人間は世界の内にいるのですが－、前に述べ

た鳥瞰図は役に立たないことが分かります。そのような第 3 極の像
を頭の中で維持しようとすればするほど、自分のことを考えること

ができなくなるからです。



 次に具体的な行為・持続の局面を考えてみましょう。交差する 2
本の線を用いてこれまでは説明してきました（「外部論理における否

定の性質」などを参照してください）。上に述べた世界においては、

2 本の線ではなくて、数え切れないほどたくさんの線が交差してい
る状態となります。

 第 3 極においては、構築物や製造工程のような過程で 1 つの結果
を産出しているのではなく、同時にあらゆる結果が生み出されかつ

あらゆるものが他なる力を受けて痕跡を残してもいます。そのよう

な第 3 極にあっても観測者は、
 「生み出された結果に連続性を見出すことができる」

 観測者（人間）には、第 3 極を第 3 極として再現することはでき
ません。人間たちに出来るのは、それを行為・持続を用いて組み立

ててみせることだけです。このような過程は、第 3 極の性質から、
あらゆるレベルの産出という特徴を省くことによって成立していま

す。しかし、再現は出来なくても、観測者はその気になりさえすれ

ば、「環境における産出物の連続性」を見出すことができます。一番

気になった結果から遡ることによっても連続的な結果を見出すこと

ができますし、その結果とあの結果を組み合わせることで、このよ

うになるだろうという予測を展開することもできます。物質的な連

関を辿ることも、人間心理からある結果を説明することもできます。

このような連関のうちには、基本的に、時間的・階層的な終点はあ

りません。物質的な階層の極限に達すると時間の連関だけが残るこ

とになり、時間の連関には世界の内に終点はありません（ただ、最

小幅のようなものは存在するらしいということです。そこではプロ

セスは離散的になるのかもしれませんから、この連続性も世界を全

て覆う法則ではないということかもしれません）。世界全体に平衡化

する働きがあるとすれば、環境において見出されるこうした連続性

は、それと調和するといえます。

 ともかくも観測者は、ある任意の結果に対して連続的な産出物の

過程を見出すことができます。なぜなら、第 3 極では、あらゆるレ
ベルで産出が行われているからです。そして、観測者がある情報と

その連関を情報に直して成型すると、その情報の加工のプロセスは

1 つの系列で直線的なものとなります。
 したがって環境の特徴の１つは、任意の対象から連続性が見出せ

ることといえます。もちろん、隕石が衝突するとか、生命が突然大



繁殖してはまたいなくなってしまうとか、不連続な事態はたくさん

ありますが、「自然においては、大きな連続的な流れの中に不均衡を

是正するかのような不連続な働きが散発的に起きている」と私は捉

えています（これは印象に過ぎませんが）。平衡に向かいつつも、あ

らゆる部分的対象は自律的に作用しているのが私の理論における自

然（第 3 極）のあり方ですから、そこにミクロレベルでは調整でき
ない断層が生じてくることは、相当にありそうなことだと思います。

大域的には平衡に向かう世界の内にも、局所的にはさまざなま急勾

配や深い谷底のような現象が現れるであろうということです。

 しかし、前月号で述べた知的な生命における境界の強まりとは、

今述べた種類の不均衡ではない、不連続な一群の現象が現れるとい

うことに関わります。それが要するに人間的な行為（理性的行為）

の集積ということになります。

 ここまで、行為・持続の特徴を大まかに眺めてきましたが、第 3
極の様相と、行為・持続（第 2 の極）との関係に目を向けることは、
ここでの目的にとって重要なものとなります。境界の実質的な強ま

り、その中での情報処理レベルの向上などが、それまでは混沌とし

ている環境に、第 1（読み）第 2（行為・持続）の痕跡を顕在化さ
せることとなります。もっともそれとて、巨視的に見られれば、さ

ざなみ程度のものなのかもしれないのですが、人間にとってみれば

それも大事なことです。

 それゆえ、人間的な行為・持続が、どのような時に、あらゆるレ

ベルで行われている連続的な産出の過程に割り込んで、不連続なプ

ロセスを生じるのかを考える必要があります。

 来月号では、このことについて論じていきましょう。（2007 年 9
月、9 月 26 日 高山大祐）

 

-----------------------------------------------------------------------
（３）マンスリー・りーこむ

・地域の茶の間で囲碁を指す

 今月私は、札幌市内の地域の茶の間にふらりと立ち寄り、囲碁を

指しかけにして、また帰ったりしました。ほとんど指さないせいか

いきなりポン抜きを見逃してしまいましたが、まあ楽しく指せまし

た。指す気満々の人が多い将棋道場で指すのとは違った楽しさがあ

ります。



・たまり場

 元来、雑踏を好まない私ですが、最近はボランティア先の影響を

受けてか先述のような地域の茶の間に顔を出したりもしています。

居酒屋やネットカフェそれに古本屋・レンタル DVD 店、コンビニ
エンス・ストアなど、一人暮らしの人間にとっての居場所は結構あ

るものですが、居酒屋以外は、コミュニティ活動に話が向いていき

そうな感じは薄いように思います。

 そこで、茶の間や何々カフェ（ニットカフェ、サイエンスカフェ）

など、趣味・知識・単なる時間と場所の共有、意見交換といった繋

がりに目を向けた場所が現れているということなのかもしれません。

 現代社会はどちらかというと、他人に邪魔をされないで生活でき

るように環境を整えていたようにも見えます。そのうえで今度は、

様々な人のつながりを模索しているのでしょうか。

 進化論的な表現は概して厳密さを欠くので気をつけなくてはなり

ませんが、コミュニティ再生が必要だと言われる昨今、分散した個

人をいかにして自然に集めるかについて考えることは無駄ではない

と思います。というのも、孤立した人間の集合において、いち早く

組織化されるのは、金銭に代表される欲望や憎しみに動機づけられ

たグループだからです。単にゆるく集まれる場所という意味でも居

場所づくりは必要だと思いますが、集合的な情動に巻き込まれない

ため、或いは個人が個人として暮らせる安全な社会のために、こう

した試みはいいものだなと思います。人間はたいてい自分で思うほ

どは無頼漢ではないものです。

 最後に、欲望や憎悪などによって人間が組織化されるのは相対的

に早いと私は述べましたが、それが人間の本質だなどということは

ありません。理性と知性の声が通じ合うのには時間がかかるだけで、

一度通じ合えば、容易に情動に惑わされることはなくなります。た

だこのことを過小評価すると、犯罪組織に脅かされる生活となって

しまうかもしれません。情動は御するもの※であり、情動に御され

てはいけない、誰もが知る当たり前のことではありますが、現実に

おいてはこれがなかなか難しいことのようです。ではまた来月。（※

御するのと否定・抑圧とは違います。）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【編集後記】



● 人の成長は体も心も内から外へと向かう

 人は栄養を外から摂取し、細分化し吸収し、体を維持し成長させ

ます。心も同様であり、外部の情報に接し分析し読解することで、

周囲を知り自分を理解していきます。心を成長させるものはいつで

も自分自身による情報の分析や組み合わせ、仮説の定立、検証とい

ったことです。暗記というのは一種の現場保全で、思考にとっては

保険のようなものです。

 魚のひれをくっつけても水泳の達者にはなれないですが、金言格

言のたぐいもただ持ち歩いているだけではもったいないことです。

 （2007 年 9 月 19 日 高山大祐）
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